
NIBEN Frontier●2016年1・2月合併号8

Ⅱ
中小企業事業承継
関連法制の改正をめぐる
近時の動向

事業承継税制の概要1
玉 越 　事業承継税制（納税猶予制度）の概
要についてまず簡単にご説明します。
（1）  相続税・贈与税の納税猶予制度を活用した

自社株式承継のモデルケース（ 図表1 ）
　例えば、ある年に株式を贈与します。その
贈与についてこの納税猶予制度を使うという
ことなのですが、税法的なテクニックでいう
と、もうその年は株式以外は贈与しないでく
ださいとお話ししています。
　というのは、相続税や贈与税の税率体系は、
所得税もそうなのですけど、累進税率なので
す。ですから、課税所得、すなわち取得財産が
増えれば増えるほど適用される税率が高くなる
のです。もしこの年における贈与を株式以外
の、例えば上場株式だとか現金とか不動産とか
も贈与を受けると、最高で55％の税率が適用さ
れることになります。非上場株式の場合、発行
済議決権株式の3分の2までという制限がありま
すけれども、この贈与税は全額猶予されます。
　この制度は、先代経営者が2代目に贈与した
場合、2代目が本来であれば払わなければいけ
ない贈与税が猶予されます。先代が亡くなっ
た時点で猶予された贈与税は免除されるので
すが、ここでこの贈与株式をみなし相続財産
として相続財産に加算して相続税を計算しま
す。さらに、その2代目経営者が相続税の納税
猶予を受けるのであれば、その非上場株式の8
割相当額について相続税が猶予されます。
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業基本法の中小企業です。
（3）  納税猶予・免除制度の認定が

取り消される主な理由（ 図表3 ）
　適用した後に守らなければいけない条件で
す。平成27年1月からの改正箇所には下線を付
しています。改正により、ハードルは相当下
がったと言えると思います。

平成25年度税制改正における
事業承継税制の見直し内容2

　次に、事業承継税制の見直し内容について説
明します。「事業承継を中心とする事業活性化
に関する検討会」が作成した中間報告＊3の18ペ
ージです。事業承継税制は、平成25年度の税制
改正で、原則として平成27年1月から適用され
ることが決まっていたわけです。事業承継税制
はできた時から何度か改正があったのですけれ
ども、ずっと使いづらいといわれておりました。
　改正後においても、本当に使い勝手がいい
かというと、経営者の方からいくつか不満も
ありますが、今度の改正で相当緩和されたの

　さらに、2代目が初代から相続したときに猶
予された相続税がいつ免除されるのかという
と、2代目が亡くなったときか、3代目に贈与し
た場合でその3代目が贈与税の納税猶予の適用
を受けるということが前提で、従来の制度では
先代経営者の相続をいったん挟まないと次の納
税猶予に移れないという制度でしたが、平成27
年4月からは、先代が長生きして相続が開始し
なくとも2代目から3代目に贈与税の納税猶予を
使って贈与できるという制度に変わりました。
　一方で、死ぬまで株を渡さないぞという経
営者もいるので、その場合は先代経営者の相
続の際に2代目が相続税の納税猶予を受ければ
良いということです。
（2）  納税猶予制度の適用要件（認定時）（ 図表2 ）
　納税猶予制度を受けるためには、事前に条
件を整備しておく必要があります。先代経営
者の条件、後継者の条件、対象企業の条件、
それから対象株式です。役員を退任しなけれ
ばいけないとか、親族でなければいけないと
いうところは今年の改正で緩和されています。
　対象となる中小企業は、基本的には中小企

生前に譲らない場合 ○A～○D  （相続税の80％納税猶予を活用する場合の手順）
生前に譲りたい場合 ①～⑤ （贈与税の100％納税猶予を活用し、その後相続税の納税猶予に切り替える場合の手順）　
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相続税・贈与税の納税猶予制度を活用した自社株式承継のモデルケース図表1

出典 ： 日本商工会議所「平成21年度税制改正のポイント」 一部加工

＊3　 http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/jigyousyoukei/2014/140724IR-Z.pdf 参照。
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ではないかと思っております。
①親族外への承継
　順番に説明していきたいと思います。親族
外承継の対象化ですね。今までこの事業承継
税制は親族への承継、息子、娘、甥、姪、娘
婿、あるいは兄弟等という親族への承継をベ
ースにしていたんですが、親族外承継がどん
どん増えてきているということで、親族外承
継に事業承継税制を使えてもいいのではない
かということで改正が認められました。
　とはいえ、親族外承継で全く無償で株式が
移るのかというと、ちょっと考えにくいかな

とは思っております。ただ一方で、経営者が
持っている全株を買ってくれと言うと、後継
者の方はそんなお金はないですから無理です
ということになるかと思うので、ここについ
ては一部売買、一部贈与という形になるのか
なと思っております。
　事業承継税制は、贈与で入るケースと相続
で入るケースと2つあるのですが、私は早期の
計画的な経営交代を図る上で贈与から入るべ
きだという意見を持っております。ただ、経
営者の方にはやっぱり死ぬまで株を離したく
ないという方もいらっしゃって、亡くなって

先代経営者（被相続人・贈与者）

対象となる株式

□会社の代表者（だった）
□本人と同族関係者で発行済議決権株
式総数の50％超の株式を保有かつ同
族内で筆頭株主（だった）

□代表権を返上すること

後継者（相続人・受贈者）
□会社の代表者
□受け取ったあとで、本人と同族関係者
で、発行済議決権株式総数の50％超
の株式を保有かつ同族内で筆頭株主

□20歳以上かつ役員就任3年以上であ
る

対象となる中小企業
□中小企業基本法上の中小企業(特例
有限会社、持分会社を含む）

□常時使用従業員数が1人以上
□資産管理会社でない（原則）
□上場会社でない
□風俗営業会社でない

資本金等額
上限

従業員数
上限

ま
た
は

□相続（遺贈）・贈与で取得した、会社の発行した議決権株式総数の2/3までの部分

〈贈与税の納税猶予の場合は、さらに次の条件も必要です。〉

業種分類

製造業
卸売業
小売業
サービス業

3億円 300人
100人
50人
100人

1億円
5千万円
5千万円

主な取消理由
□経済産業大臣への報告を怠った場合、税務署長に継続届出書を提出しなかった場合
□後継者が代表者を退任した場合（身体障害者手帳の交付を受けた場合等を除く）
□報告基準日における5年平均従業員数が承継時の従業員数の80％を下回ることとなった場合
□後継者とその同族関係者の有する議決権の総数が総議決権数の50％以下となった場合
□後継者以外の同族関係者の議決権数が後継者の議決件数を超えた場合
■後継者が納税猶予対象株式の全部または一部を譲渡した場合
■会社が一定の会社分割又は組織変更を行った場合
■会社が資産保有型会社又は資産運用型会社となった場合(事業実態要件を満たしていればOK）
■主たる事業活動から生じる収入額（売上高）が零となった場合
■会社が資本金の額または準備金の額を減少した場合(無償減資及び欠損填補のための減資を除く）
■会社が非適格合併により消滅した場合
■会社が非適格株式交換等により、株式交換完全子会社となった場合
■会社が通常清算をした場合
□会社が破産又は特別清算をした場合
□会社が非上場会社に該当しないこととなった場合（上場会社、風俗営業会社に該当した場合）
□後継者以外の者が黄金株を有することとなった場合
□対象株式の議決権に制限が加えられた場合
□贈与者が代表者となった場合　など

■の項目は事業継続期間（5年）経過後においても納税猶予の一部又は全部の打切事由となります。
（注）下線部分は、平成27年1月からの変更箇所

納税猶予制度の適用要件（認定時）

納税猶予・免除制度の認定が取り消される主な理由

図表2

図表3

出典 ： 日本商工会議所「平成21年度税制改正のポイント」一部加工
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から相続で承継するというケースもあります。
　この場合、親族の場合ですと遺産分割協議書
をつくって、例えば長男が承継するというふう
に決めれば使えるんですが、親族外ですと相続
人ではありませんから、遺言書でちゃんとこの
株式を、親族外の例えば番頭さんに承継させる
ということを書いておかないと思いどおりには
なりません。親族外の承継を相続時に使う場合
は遺言書で遺贈をしておくことが必要です。
②役員退職要件の緩和
③無給役員要件の撤廃
　②、③は、贈与税の納税猶予の話です。従
来の制度は経営者が後継者に経営権を移した
ときに、いったん役員を退職する必要があり
ました。退職して株式を贈与した後に再度復
帰できるのですが、復帰した後は給料を受け
取れないとなっていました。
　したがって、平成26年までの制度で私ども
が実施したケースでは、代表取締役社長は息
子さんに株を移して、給料が欲しいのであれ
ば取締役じゃない単なる会長になってくださ
いということにしていました。取締役じゃな
い会長は、会社法上は役員ではないですから
給料をもらってもいいということになります。
これが取締役会長であると、給料をもらっち
ゃいけないということだったのです。
　ところが、平成27年1月1日以降は代表権さえ
外れればよく、代表取締役社長が取締役会長に
なって給料をもらっても良いことになりまし
た。ただ、代表権を外れて平取締役になるわけ
ですから、給料が下がることは了承してもらお
うということになります。一方で、代表権を外
れて引き続き役員になるときに役員退職金は取
れるかという問題があるのですけれども、代表
権返上後、会社の意思決定に重要な影響を及ぼ
さないのであれば、それを支払ったときに退職
金を損金にできるという法人税の基本通達があ
るので、そういう通達があるということを念頭
に置いといていただければと思います。
④雇用確保要件の緩和
　④も経営者の方から非常に要望が強かった
ところです。従来は、この制度を使って相続、
または贈与して株を後継者に移したら、5年間

は雇用の8割を維持しなければいけないという
ことになっていました。ですから従業員100人
でスタートしたら80人を割ってはいけないと
いうことですね。ところが、運が悪いことに、
この制度ができた直後にリーマンショックや
東日本大震災が起きたので、経営者の方は非
常に不安視するようになったわけですね。今
後そういうことが起こって雇用を守れなくな
ったら、この制度が途中で使えなくなる。使
えなくなるということは猶予されていた税金
を納めなければいけないと。そこで、5年間平
均で守れれば良いじゃないかというふうに、制
度が変わったということなのですね。したが
って、たとえある一時点において雇用が守れ
なかったとしても、最終的に回復して5年平均
して8割水準を維持していれば取り消しにはな
りませんよと、こういう制度に変わりました。
⑤納税猶予税額の付替え特例の創設
　会社が民事再生、会社更生や、中小企業再
生支援協議会の決定に基づく再生等をした場
合に、猶予されていた相続税や贈与税を免除
しますという規定がなかったのですが、今回
の改正によって、簡単にいうと猶予していた
税額は免除しますということになりました。
⑥ 納税猶予税額の計算方法（債務控除）の見
直し（ 図表4 ）

　これは相続税の話です。相続税の計算とい
うのは、資産から負債を引いた純資産に対し
て相続税がかかるということなのですね。資
産の中に同族会社の株式がある場合、その株
式に係る相続税については納税猶予を適用す
るということです。
　改正前の制度ですと、経営者が負っている
債務等は、相続した株式から控除されること
になっていました。したがって、借入金等の
個人債務等が株式の評価額を上回ると、納税
猶予額がゼロになってしまうということでし
た。それはおかしいじゃないかということで、
その他の財産から債務等を差し引くという計
算式に平成27年の相続開始から変わりました。
　したがって、平成27年1月1日以降にお亡く
なりになった経営者の方で、後継者、相続人
が納税猶予を使おうということになったとき

講演録：中小企業事業承継関連法制の改正をめぐる近時の動向
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には、この債務等は、その他の財産から引く
ことになりますから、その他の財産を債務等
が超えない限り相続した株式は丸々この納税
猶予の対象になるということで、猶予される
相続税額がそれだけ増えます。
　もっとこれを言うと、株式を買い集めまし
ょうと。歴史のある会社で2代、3代相続があ
って、株式がどんどん親族間で分散している
場合があります。それを集約するときに、分
散した皆さんが無償で譲ってくれれば良いの
でしょうけどなかなかそうはいかないですよ
ね。それを経営者が借金して買い集めたとし
ましょう。その借金は相続税の計算上、株式
以外の財産から控除になります。買い集めた
株式は納税猶予の対象になります。だからこ
の改正によって少なくとも税制的な面からい
うと、買い集めを促進するモチベーションに
もなってくるのかなと私は思っております。
⑦手続の簡素化
　3つあります。1つ目は株券の発行に関する
簡素化です。納税猶予制度を使うためには株
券不発行会社でも株券を発行する必要があり
ましたが、会社法の改正によって株券不発行
が原則になっていたので、一定の要件の下で
株券を発行しなくて良いことになりました。
　2つ目は、我々税理士からの要望で、手続処
理を経済産業局と税務当局と両方に提出しな
ければいけなかったのですが、一定の重複書
類は添付不要になりました。
　3つ目は、経済産業大臣への事前確認が必要

だったものが不要となり、事前相談という任
意制度になっています。
⑧延納・物納の選択
　納税猶予が雇用確保要件をクリアできなく
なって取消しになった場合、一括納付じゃな
くて延納あるいは物納しても良いですよと、
こういうふうになっております。
⑨利子税の負担軽減
　この制度は5年間のハードルが結構高く、そ
の後ハードルはだいぶ下がるんです。そこで、
例えば7年目に下がったハードルの1つを何ら
かの理由でクリアできなくて取消しになった
としても、5年間は頑張ったということで5年
間分の利息（利子税）は免除してあげましょ
うということになっております。
⑩適正化措置
　ここがちょっと厳しくなったところです。1
つ目は、上場株式相当額は納税猶予の計算上
不利になりますよという点です。そもそも上
場会社の株式自体は納税猶予の対象になりま
せん。非上場会社の株式は換金性がないから
ということで、納税猶予制度が適用されてい
るのに、上場会社の株式を持っている持株会
社だって実質的には上場会社の株式を持って
いるのと同じじゃないかということで、上場
会社の株式相当額だけは納税猶予の計算上不
利にしますということになっています。
　2つ目は、不動産賃貸業や不動産販売業とい
った資産管理型会社の要件の見直しです。こ
ういう会社は基本的にはこの納税猶予制度が

《現 行》
個人財産 株式評価額

（例 ： 時価純市産価額方式「資産」ー「負債」）
後継者が取得した個人財産
（宅地、建物、預貯金等）

納税額 個人債務・葬式費用
（住宅ローン等）

納税猶予される金額が小さくなる

納税猶予 納税額

《改正後》
個人財産 株式評価額

（例 ： 時価純市産価額方式「資産」ー「負債」）
後継者が取得した個人財産
（宅地、建物、預貯金等）

納税額 納税猶予 納税額 個人債務・葬式費用
（住宅ローン等）

※納税額は、相続税率を乗じて計算

相続税の納税猶予・免除税額の計算方法の見直し図表4
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使えないのですね。だけれども、従業員が5人
いれば雇用はそれなりにやっているじゃない
かということで適用を認めていたのですが、
従業員は、実は親族ばかりというケースがあ
るのですよね。そこで、後継者と生計を一に
する親族以外でその5人というのは判断すると
いうことになりました。さらに、親族だけに
貸している間に会社を入れて、転貸するよう
な形にして、結果的に納税猶予を受けられる
ような形にできるじゃないかという話もあっ
たので、同族関係者に対する貸し付けだけと
いうのは納税猶予が適用できる会社の対象外
にしましょうということになっています。
　また、例えば売上がないのに営業外の受取利
息、受取配当金だけがあるという会社は、実質
休眠会社ですよね。そういう会社は、事業をや
っている会社じゃないだろうということで納税
猶予の対象会社から除外されたということです。

事業承継検討会で提起された
事業承継施策の論点3

（1）中小会社
　中間報告43ページ以下です。
① 雇用維持要件の代替として売上等の指標を
要件にすることについて
　私はこれについては意見を持っていまして、
例えば売上がダウンしたら雇用も当然その分
だけ減らさないといけません。ですから売上
が7割になったら納税猶予額も7割にしたらど
うかとか、あるいは雇用の8割水準が維持でき
なくなって、10人でスタートしたのに7人にな
ったら全面取消しというのは酷だから、7/10
というんですかね、その分だけ一部取消しに
したらどうかといった意見です。逆に反対意
見としては、納税猶予を金で買うのかという
ような反対論もありました。
　それから、雇用にパート、アルバイトも含
めたらどうかという意見もあって、これは両
論でして、パート、アルバイトも含めるとい
うことはスタート時点の人数にもパート、ア
ルバイトを含めるということになると思いま
すので、含めたら緩和されるのかどうかとい

うのは別ですね。雇用要件の廃止という要望
はあることはあるんですけど、たぶんこれは
一番ハードルが高いところかと思います。
②後継者を1人から複数に緩和することについて
　これは去年の同時期に、日本商工会議所にお
いても事業承継税制を検討するワーキンググル
ープがあって、そこで経営者の方から強く主張
されたところです。一方で、中小企業庁が主催
した事業承継検討会は、企業の経営者は入って
おらず、そこを取り巻く団体や、金融機関、弁
護士、税理士等が委員の大半です。我々は、1
つの会社に経営者が複数いることによってトラ
ブルになっている例を数多く見てきているの
で、それはよろしくないという意見が強いので
すが、一方で、経営者の方では、2人に継がせ
たいという意見があります。ここは我々専門家
と経営者で意見が分かれているところです。
③ 贈与税猶予措置を受けている者が、さらに
贈与すること（贈与から贈与）について
　贈与税の納税猶予で株式を先代から2代目に
引き受けました。今度は2代目から3代目に株
を贈与します。3代目がまた贈与税の納税猶予
を受けるというときには、先代が亡くなって
いないといけないのですね。したがって、初代
が長生きしちゃって90歳、100歳になったら、
いつまでも3代目に株を移せないんですね。
　そこで、初代が亡くなっていなくても2代目か
ら3代目に贈与するときに、3代目が贈与税の納税
猶予を使えるようにしたら良いじゃないかとい
う意見があって、これは平成27年度の税制改正
に折り込まれています。平成27年度税制改正大
綱にも記載されており、4月から施行されます。
④ 猶予される相続税・贈与税の範囲（発行株
式の2/3、課税価格の80％）の拡大について

　発行済み議決権株式の2/3まで、いわゆる特
別決議ができる株式数まで、さらに相続の場合
はその8割までが納税の対象になるということ
なので、2/3×0.8というと53.3％なのですね。だ
から、発行済み議決権株式の半分強ぐらいしか
納税猶予が使えないではないかということで、
もっと広げてほしいという意見です。ただ一方
で、株式の2/3まで面倒を見てあげたらもうそ
れで良いじゃないかという意見もあります。

講演録：中小企業事業承継関連法制の改正をめぐる近時の動向
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　信託受益権化した株式にも納税猶予が使える
ようにしてほしいという意見もありまして、これ
は平成21年に事業承継税制ができた当時の税制
改正大綱にいったん折り込まれていたものです。
⑤ 納税猶予取消し後に相続時精算課税制度を
適用させることについて

　これは実は私が強く主張している点です。例
えば贈与で株式を移します。その後、何らかの
理由で納税猶予が取り消された場合、例えば、1
億円の株式を贈与したら猶予されていた約4,800
万円がいきなり復活して払えよという話は、そ
れは酷だろうと。そもそも取り消されるという
のは、会社の業績が悪くなって雇用が維持でき
ない、そんな例が一番多いわけですね。会社の
業績が悪い、雇用が維持できない、そして雇用
が維持できなくなった場合に、追い打ちをかけ
るように、今の例でいうと約4,800万円払えとい
うような、それはどうなのかと。
　だったら相続時精算課税制度に乗り換えても
いいのではないかと。相続時精算課税制度は、
簡単にいうと、年間110万円まで無税というの
ではなくて、2,500万円まで無税ですと。2,500万
円を超えても超えた部分について20％だけ払え
ば良いんですよと。暦年課税制度は、110万円
まで無税だけれども、110万円を超えると累進
的に税率が上がって、平成27年からは最高税率
55％になるという制度です。ですから、例えば
5,000万円の財産を贈与すると、暦年課税制度だ
と約2,000万円払わなければいけない。ところが
相続時精算課税でいくと、2,500万円を引いた2
割ですから、500万円で良いということですね。
税金は払わなければいけないのですけど、だい
ぶ資金負担は楽になるのではないでしょうか。
　相続時精算課税制度というのは、贈与のとき
の贈与税負担を軽くしておき、相続のときに相
続税をかけますよという話なので、取りっぱぐ
れはないだろうというのが私の意見なのですけ
れども、特例である納税猶予制度から特例であ
る相続時精算課税制度への渡りは認められない
という主税局の考え方があるようで、だからこ
こは聞いてくれないというところになります。
⑥ 経済産業局と税務署の二重手続の一本化について
　現場の人間にとっては申請書類の作成が大

変なのです。書式集は公開されていますが、
Wordになっているのでいちいち入力する必要
があります。Excelで計算式を入れた書式にし
てほしいというのが現場からの声です。
⑦非上場株式の評価方法について
　非上場会社の株式は、原則的評価といわれ
る類似業種比準価額や純資産価額で評価する
と高いです。一方で、支配権のない少数株主
については配当還元方式によるため非常に安
い金額で評価されます。その高い金額で評価
される範囲というのは、民法の親族の概念を
借用しているので広いのですよね。6親等の血
族、3親等の姻族。結婚式にも出てこない人が
持っている株式も、類似や純資産という高い
株価評価をされるのはどうなのかという意見
があって、原則的評価の対象となる範囲をも
っと絞ったらどうなのかということです。
⑧民法特例の見直し
　親族外承継についても適用したらどうかと
いうことで、これは税法ではないので承継権
円滑化法の方で改正されると思います（2015
年8月に改正案が成立済。）。
⑨早期の計画的取組の促進策
　幸村先生からご説明があったので省略します。
⑩事業承継ガイドラインの改訂及び内容の周知
　実は現時点では事業承継ガイドラインの改
訂作業はまだ行っていません。その理由は後
述します。
（2）個人事業主
　中間報告の52ページ以下です。
① 事業用建物等についての相続税等の負担軽
減措置の検討

　個人事業主でも相続税が大変な人がいます。
もうかっている造り酒屋や旅館業等をイメージ
していただければ分かると思います。これらの
業種はまさに設備産業ですので建物の評価が高
いのです。地方ですと土地の評価は安くても、
建物には結構投資していますので、そこについ
ても軽減措置があっていいのじゃないかと。建
物の相続税評価は固定資産税評価なんですが、
これが結構高止まりしていたりします。
　中間報告の52ページにあるように、事業用
建物が25.6％ぐらいあるということなので、こ
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こも改正したら良いじゃないかという話があ
ります。これは平成27年税制改正では検討事
項に入っております。
②早期の計画的取組の促進策
（3）事業引継ぎ
事業引継ぎ支援体制の強化
　「事業引継ぎ」という言葉が最近にぎわうよ
うになってきております。これは小型のM&A
だと思ってください。ただ、M&Aというと株
式売買を想定されるかと思いますが、事業引継
ぎという範ちゅうでは、個人商店の事業の引継
ぎも入りますので、M&A＝事業引継ぎではあ
りません。東京商工会議所でいえば、M&Aサ
ポートシステムという組織が今、事業引継ぎ支
援センターという国の事業に変わっているので
すけれども、この事業引継ぎ支援センターとい
うのは、現時点ではまだ全国に14か所しかない
のですね。中間報告の25ページに事業引継ぎ支
援センターの設置状況が記載されていますが、
これを全国展開していこうということです。
　中間報告の54ページに「M&Aガイドライン

の策定」とありますが、実は事業引継ぎ検討会
というのが中小企業庁の財務課の中に置かれて
スタートしておりまして、今まで3回会合が開
かれております。4回目か5回目ぐらいで終わり
になるかと思いますが、結果的に「M&Aガイ
ドライン」か「事業引継ぎガイドライン」とな
るかタイトルは別にして、いわゆる中小企業の
事業の引継ぎの指針を中小企業庁の財務課で今
つくっています（平成27年4月に公表済）。こち
らを優先したので、先ほどの、事業承継ガイド
ラインの改訂作業は遅れています。
　それから、「後継者人材バンクの開設と拡
大」と書いていますが、実はこれはこれから
の話です。前述のとおり、事業引継ぎ支援セ
ンターの設置状況が中間報告の25ページに書
かれていて、全国で今14か所あるんですが、
静岡の事業引継ぎ支援センターが一番活発に
動いているのです。ここに人材育成バンクと
いうのをつくって、何件か成功例が出たとい
うことなので、これを全国に広げていこうと
いうことで検討しているようです。 

講演録：中小企業事業承継関連法制の改正をめぐる近時の動向
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